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山北町統一美化クリーンキャンペーン
　町では、丹沢大山クリーンピア21主催のク
リーンキャンペーンに合わせ、町内全域で統一美
化クリーンキャンペーンを連合自治会ごとに開催
します。
　散乱ゴミや不法投棄のない美しい町づくりのた
め、皆さんの参加をお願いします。

日　　時　10月21日（日）※小雨決行。
※各地区指定の時間及び場所に集合してください。
メイン会場　三保小学校　9：00　
内　　容　・散乱ゴミの一斉清掃
　　　　　・不法投棄パトロール
問 合 せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

やまきた夕市を開催します
～鉄道の日記念～

日　時　10月14日（日）13：00～17：00
※小雨決行。（一部内容を変更することがあります。）
場　所　山北駅前商店街
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、菓子まき、さん

ま大祭、金魚プレゼント、町外からの出店ほか
※山北町商工会館から山北駅までの間の町道は、車両通行

止めとなります。ご来場には、電車やバスをご利用ください。
問合せ　やまきた夕市実行委員会事務局
　　　　山北町商工会（☎76－3451）

北海道胆
いぶり

振東部地震災害義援金について
　町では、北海道胆振東部地震で被災された方を
支援するための義援金を募集しています。皆さん
のあたたかいご協力をお願いします。
募 金 箱　役場1階エントランスホール、清水・三保支所
設置場所　健康福祉センター、生涯学習センター
実施期限　平成31年2月28日（木）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

大阪府北部地震災害義援金のお礼
　大阪府北部で発生した地震災害の被災者に対
し、町民の皆さんからいただいた義援金が、
69,368円に達しました。
　皆さんのあたたかいご協力に深く感謝します。
　なお、この義援金は、日本赤十字社神奈川県支
部を通じて被災地に送金させていただきました。
問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

県道川西線の一時通行止めのお知らせ
　NEXCO中日本では、東名高速道路のリニュー
アル工事及び新東名建設事業のため次の箇所（県
道川西線）で道路拡幅工事を実施します。工事実
施中は通行止めを行う予定です。ご不便をおかけ
しますがご理解・ご協力をお願いいたします。

実施日　10月15日（月）～10月31日（水）（昼夜問わず）
※雨天などにより進捗状況に影響がありますので　

あらかじめご了承ください。
問合せ　中日本高速道路㈱東京支社秦野工事事務所
　　　　松田工事区（☎0463-80-5600〈代表〉）
※問合せ対応は平日のみとなります。ご了承ください。

山北町立認定こども園・保育園の運
営は、平成30年度電源立地地域対
策交付金を活用しています。

ごみの収集日について
　祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異な
りますので、町民カレンダーをご確認いただき、
お間違えのないようお願いします。

収集日 種　別 地　区

10月9日（火） もえるごみ 山北第1、共和、
清水、三保

10月10日（水） もえるごみ 山北第2・第3、
岸、向原

※町民カレンダーに収集日要注意印がついています。
問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）
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町民文化祭展示作品募集
　11月2日（金）から4日（日）まで開催する町
民文化祭の展示作品を募集します。

対　　象　町内に在住・在勤の方
部　　門　絵画、書、写真、手工芸など
搬　　入　10月27日（土）10：00～16：00
※事前の申込みは不要です。直接搬入してください。
搬入場所　生涯学習センター3階　美術工芸室
搬　　出　11月4日（日）15：10～16：30
※時間厳守でお願いします。
問 合 せ　町民文化祭実行委員会事務局
　　　　　（生涯学習センター内）（☎75－3131）

～身近な税金セミナー～
「消費税の軽減税率と配偶者

（特別）控除の見直し」
　社会保障と税の一体改革による、消費税率引き
上げに伴い、平成31年10月から「酒類・外食を
除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週
2回以上発行される新聞」を対象に「軽減税率制
度」が実施されます。
　また、平成29年度税制改正により配偶者控除及
び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額など
が改正されています。
　概要について税務署職員がわかりやすく説明し
ます。どなたでもご参加いただけますので、お気
軽にご来場ください。

日　時　10月24日（水）18：00～19：30（予定）
場　所　山北町ふるさと交流センター
参加費　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。
問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

岸幼稚園　バザーのお知らせ
　岸幼稚園保護者会ではバザーを開催します。お
誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。皆さん
のご参加をお待ちしています。

日　時　10月20日（土）10：00～13：00
場　所　高齢者いきいきセンター
※岸幼稚園駐車場を利用できますが台数に限りがあり

ますので、乗り合わせなどのご協力をお願いします。
内　容　手作り食品・入園入学準備などの手作り

品・日用雑貨・園服などのリサイクル
品・子ども服・おもちゃなどの販売、縁
日ほか

問合せ　岸幼稚園（☎75－1145）

町民文化祭関連事業 俳句大会のご案内
　どなたでもご参加いただけます。
日　時　10月20日（土）13：00～17：00
場　所　生涯学習センター　第1会議室
投句料　500円
季　題　雁

がん
（一切）・神の留守

主　催　山北町俳句協会
問合せ　中

なかやま
山　妙

た え こ
子（☎75－0154金子方）

廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさ」では、
新聞紙・雑誌・アルミ缶などの廃品回収を行いま
すので、ご協力をお願いします。
　前回の収益金は8,775円でした。ご協力ありが
とうございました。

日　時　10月20日（土）9：00～10：00
場　所　どんぐりん駐車場
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場
問合せ　まるやま・わかくさの会　　　　
　　　　佐藤（☎070－6635－5134）

森林セラピー体験ツアー参加者募集中

※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる場合があります。
申込み方法　参加申込書により、直接又はFAX、メ－ル、電話にてお申込みください
※参加申込書は、健康福祉センターで配付しています。町ホームページからもダウンロードできます。
問合せ申込み　山北町森林セラピー運営協議会事務局（健康福祉センター内）
　　　　　（☎75－0822　FAX76－4592　メールkenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

深秋の西丹沢♪紅葉狩り散策プラン
日　　時　11月10日（土）9：40～15：30
場　　所　「西丹沢西沢コース」
集　　合　西丹沢ビジターセンター
内　　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、

ハンモック体験、昼食（みほ弁）
定　　員　14名
費　　用　3,000円　町民の方2,000円（ガイド料、昼食代など）

晩秋の丹沢湖♪新コース町民向けプラン
日　　時　11月21日（水）10：00～15：30
場　　所　「丹沢湖ダム広場コース」
集　　合　健康福祉センター
内　　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、

ハンモック体験、昼食（みほ弁当）
定　　員　町民限定14名
費　　用　1,000円（ガイド料、昼食代など）



楽健会筋膜リリース教室のお知らせ
日　時　10月13日（土）9：30～10：30（受付9：00～）
場　所　向原児童館
講　師　宮

みやがわ
川　美

み な こ
奈子　氏

費　用　500円
持ち物　飲み物、タオル、ヨガマット、ロール
※ヨガマット、ロールのない方は貸出しできます。
申込み　10月11日（木）までに健康福祉センター
方　法　へ直接又は電話でお申込みください
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

教育委員会とフリースクールなどによる
不登校相談会

　学校とフリースクールなどとの連携推進事業の
一環として、教育委員会とフリースクールなどが
連携・協働し、不登校で悩む児童・生徒や保護者
を対象に相談会を行います。また、不登校で悩む
生徒や高校中退者及びその保護者に進路の見通し
が持てるよう情報提供を行い、一人ひとりの自立
や学校生活の再開に向けた支援を行います。

日　時　10月21日(日)　
　　　　13：00～16：30（受付12：30～16：00）
場　所　小田原合同庁舎3階（小田原市荻窪350－1）
内　容　・フリースクールなどの紹介　
　　　　・個別相談会及び進路情報の提供　など
※参加費無料・事前申込みは不要です。
問合せ　神奈川県教育委員会教育局支援部
　　　　子ども教育支援課小中学校生徒指導グループ
　　　　（☎045－210－8292  FAX045－210－8937）

ポールウォーキング参加者募集中
（玄倉～三保支所コース）

　専用ポールを持って歩く「ポールウォーキン
グ」は姿勢が安定し、安全に効率よく全身運動を
することができます。季節の風を感じながらポー
ルウォーキングを楽しみましょう。

日　　時　10月19日（金）10：00～12：00
集合場所　玄倉バス停
対　　象　・町内在住の方
　　　　　・医師から運動の制限を受けていない方
　　　　　・両手でポールを持って歩くことができる方
講　　師　村

むらかみ
上　政

ま さ し
司　氏（日本ポールウォーキ

ング協会マスターコーチ）　
定　　員　20名
※ポールをお持ちでない方は貸出します。
※雨天時は健康福祉センターで実施します。
※健康福祉センターからの送迎があります。ご希
　望の方は申込み時にお申出ください。
申込み期限　10月17日（水）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

精神保健福祉定例相談日
日　時　10月11日（木）13：30～  （一人1時間程度）　　　　10月23日（火）13：30～
場　所　県足柄上合同庁舎　本館4階
　　　　小田原保健福祉事務所足柄上センター保健予防課
内　容　こころの病に関する相談（専門医の受診

が必要か、家族の接し方など）を医師が
お受けします

※予約制ですので、電話にてお申込みください。
問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
申込み　保健予防課（☎83－5111　内線434）

平成30年度　保健医療セミナーを開催します
　足柄上医師会では、保健医療セミナーを無料で開催します。ぜひご参加ください。
演　題

　　　

時　間　①13：30～14：30　②14：30～15：30　　場　所　足柄上合同庁舎　本館5階　西側会議室　
※工事中のため、公共交通機関をご利用ください。　　　 
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❸

①脳卒中と脳血管内治療
　（虎の門病院　加

か と う
藤　依

よ り こ
子　氏）

②これから始める脳活性法
　デュアルタスクで認知機能維持・向上
　（かながわ健康財団　高

たかがき
垣　茂

し げ こ
子　氏）

①がん予防でいちばん大事なこと
　－今までの役割、みらいへの期待－
　（県立がんセンター　成

なりまつ
松　宏

ひ ろ と
人　氏）

②今、何故、治未病概念、健康生成論　　
　なのか、超高齢社会の医療を考える
　（足柄上病院　堀

ほりぐち
口　一

かずひろ
弘　氏）

①正しく知ろう！薬の使い方
　（小田原薬剤師会　龍正堂薬局　荒

あらい
井　 俊

としあき
明 　氏）

②循環器疾患について
　（足柄上病院　仲

な か ち
地　達

た つ や
哉　氏）

①全身の健康は歯と歯ぐきから
　（足柄歯科医師会　小山歯科医院　小

こやま
山　 浩

こうすけ
介 　氏）

②気をつけよう骨折、治療しよう　
　骨

こつ
粗
そ

鬆
しょうしょう

症
　（足柄上病院　瀧

たきがみ
上　秀

ひでたけ
威　氏）

【第1回】
10月

17日（水）

【第3回】
10月

24日（水）

【第2回】
10月

18日（木）

【第4回】
10月

25日（木）



1歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。
月　　日　10月16日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
対　　象　平成29年8～10月生まれの幼児

持 ち 物　母子健康手帳、問診票、お子さんの歯
　　　　　ブラシ

3か月児健康診査
月　　日　10月23日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1
対　　象　平成30年6～7月生まれの乳児

持 ち 物　母子健康手帳、問診票、子育てアン
　　　　　ケート

10月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
月　　日　医療機関にお問合せください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など
対　　象　生後10～11か月の乳児
　　　　　※1歳の誕生日前日まで。
持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票
　　　　　※お誕生前健診票は個別に郵送します。

人権行政相談
月　　日　10月22日（月）
受付時間　13：00～16：00
場　　所　役場3階　301会議室
　　　　　プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・
相談内容　養育放棄・いじめなど）の問題や、行
　　　　　政に対する苦情や要望など

※行政相談週間に伴い、通常より1時間延長します。
問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

おはなし会を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による
おはなし会を開催します。絵本や手遊びで一緒に
楽しく過ごしましょう。
日　時　10月17日（水）11：00～
場　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

社会保険労務士無料相談会
日　時　10月8日（月・祝）10：00～16：00
場　所　ハルネ小田原うめまる広場及びJR小田原

駅ビル東口2階  二宮金次郎像前広場
内　容　・労働問題（労働時間、賃金、雇用、労災、安全衛生）
　　　　・社会保険（健康保険、年金）など
問合せ　神奈川県社会保険労務士会小田原支部
　　　　高崎（☎24－5551）　　

10月1日は「浄化槽の日」
　浄化槽は、トイレの水や生活排水の汚れを微生
物の働きできれいにする装置ですが、管理を怠る
と、放流水質の悪化や悪臭にもつながります。浄
化槽を適正に管理するために、定期的な保守点検
と年１回以上の清掃、年１回の法定検査が義務付
けられています。水源環境の保全のためにも、浄
化槽の適正な維持管理をお願いします。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）
　　　　環境課生活環境班（☎75－3656）

～思いやりからつなぐ命～献血にご協力を！
実施日 時　間 場　所

10月18日
（木）

10：00～12：00
13：00～16：00

役場西側
駐車場

献血ができる方
性　別 年　齢 体　重
男　性 17～69歳

50kg以上
女　性 18～69歳

※ただし、65歳～69歳の方は、60歳～64歳の時
に献血をしたことのある方に限ります。

※初めて献血される方は、免許証などの身分を証
明できるものをお持ちください。

※献血カードをお持ちの方はご持参ください。
※最近出血を伴う歯科治療を受けられた方など、
　献血をご遠慮いただく場合があります。ご不明
　な点はお問合せください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

今月の納期限
●1日
幼稚園・保育園・認定こども園保育料（9月分）
放課後児童クラブ負担金（9月分）
国民健康保険税（第4期分）
介護保険料（第3期分）
後期高齢者医療制度保険料（第3期分）  
町設置型浄化槽使用料（7・8月分）　  
下水道受益者負担金（第2期分）　　
町設置型浄化槽分担金（第2期分）  
町営住宅使用料（9月分）

●10日
上下水道使用料（A地区第4期分）

●31日
町県民税（第3期分）
幼稚園・保育園・認定こども園保育料（10月分）
放課後児童クラブ負担金（10月分）
国民健康保険税（第5期分）
介護保険料（第4期分）
後期高齢者医療制度保険料（第4期分）
し尿処理手数料（第2期分）
町営住宅使用料（10月分）


